
２０２０年 １月６日 No.９０

Tel 0833-74-3605 Fax 0833-72-4850

申込・問い合わせ先

光市教育委員会 体育課（８：３０～１７：１５）

〒７４３－００１１ 光市光井９丁目１８番４号

TEL 0833-74-3605 FAX 0833-72-4850
※土曜、日曜、祝日は職員不在ですので直接持参は受付できません。

※小雨時の催行については、当日午前７時に決定します。

光市HPから「第20回梅まつりコバルト・ウォーク」を検索ください。 <詳細はココ！>

第２０回

梅まつりコバルト・ウォーク
参加者募集!!

ニン ニン ニンニン

令和２年２月２２日（土） ８：４５～１２：３０（小雨決行）

受 付 光市総合体育館 ※受付時間：８：００～８：３０

コース ①13ｋｍコース（総合体育館～コバルト台地～冠梅広場）

② 8ｋｍコース（総合体育館～幸いの森～冠梅広場）

③ 6ｋｍコース（総合体育館～市民の森～冠梅広場）

※６ｋｍコースは、コース途中の「萩の平」で

折り返すことも可能です。 （距離 ４ｋｍ）

参加料 中学生以上：1000円、小学生：500円（未就学児童無料）

参加定員 先着800名（限定！！！）

申込方法 ①直接申込（下記の申込・問い合わせ先にお願いします）
②郵便振替

申込期間 令和2年1月6日（月）～

※定員に達した場合は終了いたします。

☆参加賞☆
その１ 温泉入浴券（かんぽの宿光又はゆーぱーく光：期限があります）

その２ お食事券（当日指定のお食事処で使用可）

その３ 大人気！！大会参加記念ワッペン・ミニタオル

その４ 完歩証

その５ 抽選により地域特産品が、あ・た・る！？



※以下の競技は、的に入った点数の合計を競うという簡単なルールな

ので、幼児や小学生からお年寄りまで楽しめます。

【ペタンク】

ペタンクの玉を使用します。転がしても投げてもよいです。

【カローリング】

カーリングと同じようにストーンを転がします。

【ほおるんビンゴ]
１６マス(４×４）の枠にお手玉８こを投げ入れビンゴを目指します。
２つ、３つ、４つと連続で並ぶと得点になるので計算も楽しみです。

問い合わせ先

光市教育委員会体育課 ０８３３－７４－３６０５

出前講座「創りんぐ光」で体験してみませんか？ １０月・１１月の出前講座

＜ラダーゲッター＞

１０月１０日

対象：島田婦人会 ２４名参加
どのラダーに掛かってもＯＫというルール

で６球投げて合計点を競いました。

１１月２６日

対象：島田小５年生及び保護者

８０名参加
３つのラダー全てに掛かったタイムを競

いました。

＜アジャタ＞

１０月２５日
対象：浅江小５年生及び保護者

２２４名参加
玉数や高さを工夫しチームごとにタイム

を競いました。

第４７回光市市民体育大会結果

【ワンバウンドふらばーるバレーボール】

１ 位 大和コミュニティセンターＢ

２ 位 ドリームＭＩＸ

３ 位 島田コミュニティ ひかりクラブ

【アジャタ 】

・コミュニティセンターの部

１ 位 塩田コミュニティセンター (１分２６秒８７）

２ 位 大和コミュニティセンターA (１分２７秒９８）

３ 位 はるのりちゃんづ (１分３２秒２５）

・一般の部

１ 位 てーちゃんズ (１分２６秒８７）

２ 位 ＴｅａｍあさLOVE (１分５７秒０７）

３ 位 浅江少女バレー (３分３２秒８５）

・小学生の部

１ 位 周防っ子B (１分１５秒４０）

２ 位 浅江少女バレー (１分３０秒４２）

３ 位 室積ＪＳＣ (１分３９秒５０）

【ラダーゲッター】

・小学生の部

１ 位 周防っ子D (４６秒６６）

２ 位 浅江少女バレー (４８秒４６）

３ 位 周防っ子B (５４秒４６）

・一般の部

１ 位 光大和ミニバス育成会 (１分０１秒０８）

２ 位 浅江少女バレー (２分１０秒０６）

３ 位 てーちゃんズ (２分１３秒６２）

令和元年１０月２０日（日）

光市総合体育館

参加人数：３９９名

ニュースポーツの部（輪投げ・ペタンク・カローリング・ほおるんビンゴ）も

たくさんの方の参加で盛り上がりました



令和元年度 光市小学生スポーツ交流大会

種目

駅伝競走の結果

大なわとびの結果

スポーツ王の結果

12月7日（土）大和総合運動公園において、光市内の小学生による親睦と友情を深め

る「スポーツ交流大会」が開催されました。

★駅伝競走 男子の部／女子の部／4年生以下男女の部 1.2km×5区間

★大なわとび（団体対抗） 8人の部／6人の部／人数申告制の部

★スポーツ王（個人対抗） 5種目

①20ｍ障害物競走②両手握力③バスケットボール投げ④立ち幅跳び⑤20ｍ競走

部　門
８人の部 光井少年ｻｯｶｰＢ 32回 光市陸上Ｂ 29回 光市陸上Ｃ 23回
６人の部 大和軟式野球Ａ 29回 やよいＡ 19回 大和軟式野球B 18回

人数申告制の部★ 室積空手ｸﾗﾌﾞ 112点 光大和ﾐﾆﾊﾞｽ 105点 浅江島田ｻｯｶｰＢ 85点
★得点＝跳んだ回数×人数

３　位１　位 ２　位

部　門
男　子　の　部 陸上ｽﾎﾟ少A 20'47 光井少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞA 22'02 丸山少年野球A 22'06
女　子　の　部 陸上ｽﾎﾟ少A 22'12 陸上ｽﾎﾟ少B 23'44 浅江少女ﾊﾞﾚｰ 26'04
４年生以下男女 大和軟式野球B 22'55 陸上ｽﾎﾟ少C 23'31 光井少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞC 23'39

１　位 ２　位 ３　位

学　年
１年生 上本　大雅 46点 杉本　幸星 36点 川村　翔太 30点
２年生 藤原　柚飛 28点 柏木　瑛志 24点 山下　琉青 24点
３年生 河野　　蓮 30点 有井　大晴 28点 安田　朱璃 27点
４年生 原田　輝亮 32点 岩神　咲哉 24点 保永 茉優里 20点
５年生 岡田　愛斗 36点 濱田　雄冴 35点 甲上　　渡 22点
６年生 生本　颯志 32点 大野　紘輝 24点 上田　　葵 22点

２　位 ３　位１　位



第65回光市駅伝競走大会の中止について

令和2年1月19日（日）に予定していた「光市駅伝競走大会」は、走路の安全対策への対応が困難な
ことから、今年度の開催を見送ることにしました。

大会を楽しみにされていた皆様には、誠に申し訳ございませんが、安全な大会運営を第一に検討し

た判断ですので、ご理解をいただきますようお願いします。

なお、来年度の開催につきましては、走路の安全対策を講じられるよう関係機関等と検討・協議をし

てまいります。

東京２０２０オリンピックの聖火ランナーが発表されました。
２０２０年３月２６日に福島県楢葉町・広野町『ナショナルトレーニングセンターJ ヴィレッジ』から、

日本全国47都道府県を回るオリンピック聖火リレーがスタートいたします。

山口県には、２０２０年５月１４日に聖火が到着し２日間かけて県内をリレーします。

光市ゆかりの聖火ランナーは、国近友昭さん・吉田基世さんに決定しました。

★聖火リレー豆知識★

東京2020オリンピック聖火リレーで用いるトーチは、日本人に最もなじみ深い花である桜をモチーフとし

ています。2020年3月、桜の季節の訪れとともに、オリンピック聖火は「Hope Lights Our Way / 希望の道

を、つなごう。」という東京2020オリンピック聖火リレーのコンセプトと一体となり、日本全国を巡ります。

１日目 ５月１４日（木）

岩国市→柳井市→光市→下松市→周南市→防府市→山口市
（セレブレーション会場：山口市 中央公園）

２日目 ５月１５日（金）

宇部市→山陽小野田市→下関市→美祢市→長門市→萩市

（セレブレーション会場：萩市 中央公園）

光市ルート（大会組織委員会サイトより）

【スタート】 中央二丁目

【ゴール】 『平和の光』の碑

◆山口県のルート◆


